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平成 21 年度第１回農林水産省政策評価会水産庁専門部会議事概要 

 

田中座長： 初は、議題１の「平成 20 年度実績評価について」です。まず水産物の安定供

給、その後、水産物の健全なる発展について事務局から御説明いただいた後に、

委員の皆様から御意見、御質疑という形で議論を進めたいと考えております。 

事 務 局： （２０年度実績評価の概要について資料に基づき説明）  

田中座長：委員の方々から御意見、御質問等をお伺いする前に、昨年かその前だったか宿

題と申しますか、産地市場と消費地市場の価格差の調査の件とか、それから漁業

者に就業して何年間か後でまた離職するとか、そういうケースがあるのではない

か。その点について調査の進捗状況があれば御報告いただきたいと思います。 

事 務 局：どちらもこれは 21 年の計画に出てくるところですが、まず産地、消費地の価格

差の問題点ですが、20 年度から統計部のほうで新しく、その辺の統計をとるよう

になりまして、お手元の資料２－１、21 年度政策の実績評価書の２ページ目です。

消費地と産地の価格差の縮減のところに、その下に新しく、「各流通段階ごとの

経費の構成と推移」という表を設けまして、20 年度の欄に産地卸売経費から小売

経費までそれぞれ数字を入れております。これが先ほど申し上げました統計部で

新しく出した統計数字です。 

 同じく、この資料の 10 ページをお開きいただきたいのですが、この上の部分で

すけれども、データとして「各流通段階ごとの経費の構成」という欄があります。

このデータも、先ほど申し上げました平成 20 年度食品流通段階別価格形成調査

（水産物経費調査）、統計部でつくった調査に基づく表でございます。それに基

づいて分析していくことを考えています。 

企画課長：もう１点の新規就業者の定着率ですが、これも 21 年度の政策実績評価書（案）

の資料２－３に、今回新たに、１ページの達成目標・指標の下のデータのところ

に、新規就業者の定着率ということで記入の欄を設けて把握しようと思っており

ます。これについては、各都道府県の協力を得て新規就業者のアンケート調査を

行うことにより、その調査表に過去３年分の定着状況の項目を設けて把握してい

きたいと思っております。そういうことで今後はきちんと把握したいと思ってお

ります。 

 これまでも、前年の事業対象の定着率については我が方としても把握していま
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したが、それは事業のものということでございますが、20 年度の長期研修の対象

であれば８割とか、19 年度あれば 65％が定着しているということです。こういう

ふうにきちんとするのは初めてでございまして、今後きちんと対応してまいりた

いと思っております。 

田中座長：ということで一応宿題ができているということで、また後で次のところで説明

があるそうなので、その点についてはそちらでやっていただくということで、そ

れ以外の点について、目標の達成状況等について御意見、御質問等ありましたら

よろしくお願いいたします。 

 資料１－３の新規就業者確保の件ですが、油代というお話もございました。油

の話も大分おさまってきたのではないかということで、それ以外の要因が考えら

れるのではないかと思うのですが、特段その分析等について進んでいるのか、わ

かる範囲で教えていただきたいと思います。 

企画課長：今座長のほうから、要因等の分析もありましたが、 近では状況が変わってい

るのではないかという話もありました。実はこの７月 25 日に、漁業の担い手確保

育成対策事業ということで、東京都で、漁業就業支援フェアというのをやったと

ころです。これは過去 高の来場者数ということで、253 人が参っております。

前回４月にやったときは176人です｡その前の年の同じ時期だと107人でございま

して、この政策評価の中でも議論があったようですが、景気の動向というものも

影響を与えているのではないかということはありましたが、逆に職を求めるほう

ではそういう形で求人等も増えてくるような状況になっているので、そういう状

況をとらえてマッチング等へ着実に結びつくようにしたいと思っております。こ

のフェアに来た方々にはアンケート調査等もやっておりまして、今後分析します

が、その中でもう少し状況等を把握したいと思っております。 

中山委員：この就労者もそうですが、水産庁のほうでは、各漁業種類別の漁業経営体の

低採算ラインは把握しているのですか。例えば小型のこういう魚種をとっている

経営体だと、年間このくらい 低のお金がないと経営がやっていけないとか、大

型になれば、まき網の船団で 低このくらいないと経営が安定しないとか、そう

いうところの資料はないのでしょうか。 

企画課長：この経営のところについては、水産基本計画をつくる際に経営モデルを設けて

おりまして、それもいろいろな形で、こういうところを目指そうとかそういうも
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のはあるのですが、 低ラインでどうかとか、そういうものとして出したものは

ないと思います。 

事 務 局：ただ、統計上の平均はありますが、 低ラインというのはありません。 

中山委員：この就労者もそうですが、今は景気が悪いから、たくさん来たというのはある

でしょうけれども、どうしても漁業者にならないというのは、ほかの商売よりも

危険でありながら手取りが少ない、だから船に乗るのは嫌なんだというのが実情

だと私は思うのです。前にも話したように 30 年、40 年前は、一航海行ってくれ

ば中学出ただけでも相当のお金になります、それが５航海も行ってくれば家が建

ちますよというぐらいの収入があった。ところが今はそんな収入が全然ない。危

険でありながら収入はない。だからもう乗るのは嫌だという方が、ほとんどだと

私は思うのです。 

 人もそうですけれども、末端価格の４倍というのもあるのですが、 初にとっ

てきた魚が幾らで売れれば、漁業者が採算が合うのだというのはある程度把握し

ていないと、幾ら４倍以内にしようとかやってもなかなか漁業者の育成にならな

いと思うのです。できたら早く、いろいろな漁業経営体の中で、この経営体は採

算ラインはこのくらいが 低でも要るでしょうというのを把握した中でいろいろ

なことを考えていったほうが、かえってそっちのほうが手っ取り早いような気が

します。その辺の統計なり漁業経営体の、 低でもこれはないとこの業はやって

いけないというのを早く把握してやったほうが私はいいと思うのです。 

田中座長：今の御意見は、 低収入というか採算ライン、１つにはモデル的なケースがあ

るのでしょうが、そういうものを目標につくってそれを目指して達成するという

か、そっちを考えたほうがいいのではないかという御意見だったと思います。確

かに一方で消費者に安くということになると、一番 後の価格を下げて、それに

応じて下も下がってということになるので、今度はここの間を下げて、消費者も

ハッピーで漁業者もハッピーになるような、何かうまい方法があるといいなとい

うことだと思うのです。 

企画課長：中山委員からの御意見ですが、漁業経営は非常に多様なもので、沖合から遠洋、

沿岸もある中で、それもとり方によっていろいろ分かれていて、そもそも問題な

のですが、経営状況で経営分析の把握ができていないという問題があって、所得

の 低ラインを出すという前に取り組まなければいけないという状況でございま
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す。また、この面は今年、統計情報部にお願いして、担い手に着目してアンケー

ト調査をお願いしているところです。間もなく公表できると思います。 

 水産庁の施策としては、委員おっしゃるように 終的には所得が確保されなけ

れば就業の面はうまくいかないということで、なるべくいろいろな施策を組み合

わせながら、安定的な方向に持って行きたいということでございます。このとこ

ろ燃油高騰ということで省燃油対策等やりました。ほかに漁業共済の積立プラス

等ありますが、私どもとしてはセーフティネット措置というか、漁業経営安定に

向けたものを用意しながら、何とか所得の向上、安定化に向けた努力はしなけれ

ばいけない、そういう視点は持っているということだけお答えさせていただきた

いと思います。 

事 務 局： 低限というラインは確かにないのですが、漁業経営安定対策事業においてこ

の程度まで上げたいという目標があります。これは水産基本計画にも出ています

が、平成 15 年の沿岸漁業の生産構造として、総経営体数が 12 万 5 千経営体があ

りまして、そのうち１万 5 千経営体が効率的かつ安定的な経営体の数となってい

ます。その効率的かつ安定的な経営体の数は何かというと、他産業並みの所得、

年間 500 万円以上ある主業的漁家及び企業数の経営でして、これが平成 15 年のベ

ースですが、それをいろいろな政府の支援措置、先ほど課長から話がありました

ような積立プラスとかいろいろな支援措置を通じて、平成 29 年度には安定的な経

営体数を１万 5 千経営体から２万 5 千経営体に増やしたい。金額ベースでは、平

成 15 年では安定的な経営体のシェアは 62％ですが、それを平成 29 年度には８割

程度まで上げたいという計画で進めています。 

中山委員：去年の新聞に、１人当たりの所得が農業よりも漁業者のほうが少なくなりまし

たというのを私は見たのですけれども、そうしてやっていくと、今１万幾つが安

定的な経営体質だというのは、私はどうもその辺が納得しなくて。そんなにたく

さんの魚種、魚で言えばたくさんあるのですけれども、そんなに難しいことでは

ない。漁業者のこのぐらいの船だったら、このくらいの基本モデルみたいなもの

を早く出してやらないと。浜に揚がった魚は、消費動向で値段は決まってくるの

ですが、その辺がわかって補助してやるなりしてやらないと、まだまだ減ってく

るのではないかという気がしてならないのです。 

 私自身は加工をやっているものですから、決して日本の魚が高いとは思ってい
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ません。世界の中で、去年あたりはほとんどの魚種が買い負けをしているような

状態で、日本以上に高いお金を出しても魚を買っていく。去年はそれが一番出て

いたのですが、日本の魚価はそんなに高いものではない。肉と比べたら高いとか

いろいろあると思いますが、そんなに高いものではない。安く消費者に提供する

と言っている限りは、私は漁業者の生きる道はない。前にも言ったように安くで

なくて、やはり適正価格で消費者に渡すという形でしてやらないと、いつまでた

っても漁業者が浮かばれないなという気がしてならないです。 

田中座長：長期的な課題ということですね。 

若林委員： 初に話のあった新規就業者数の件です。先ほどの説明では、ハード面は達成

率が高いということですから、「仏つくって、魂入れず」にならないようにする

にはとにかく、魚価の安定、漁業の担い手のなどが大きな問題だろうと思います。

その意味で、新規就業者数の確保は、至上命題の一つですね。 

 今、課長から、就業支援フェアのお話がありました。現状からすると、水産会

社や漁協系統等の基盤も体力的に厳しいことから、新たな労働力確保は非常に困

難な部分もあると思います。それに対する行政的な梃子入れも重要でしょう。こ

うしたフェアの参加者数が少しずつ上がっているということでした。所得の問題

で農業との比較がありましたが、こうしたフェアへの集まりは、農業に比べると、

まだまだアップが可能だというイメージがあります。 

この点に関する質問ですが、就業支援フェアの周知事業、PR 活動は、どのよう

に取り組んでおられるのでしょうか。就業促進センターも設置されていますし、

いろいろな取り組みをされていると思います。要するに、フェアでのマッチング

の状況、PR の手立ては、どのようにされているのでしょうか。今のご時勢からす

ると、新たな就漁のためのマッチングは極めて重要で、PR や周知のためのマニュ

アル化、取り組みの統一化がポイントになると思います。このあたりの現状は、

どうなっていますか。 

企画課長：もし足りなければ詳しく担当のほうから説明しますが、おっしゃるとおりＰＲ

の仕方が問題ではないかということで、今回から、電車の中でもつり革等のほか

に、もう少し目立つような形でＰＲしたり、予算に限りはありますが、周知のほ

うは関係機関に連絡してやっておるところでございます。 

 １つつけ加えますと、おっしゃったようにマッチングをどうやって定着するか
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ということで、私どもとしては昨年度の２次補正から、マッチングした後、研修

した後定着させることが大事だということで、昔は１週間程度の研修でしたが、

それを半年に延ばして、さらに昨年の２次補正からは、雇用型ではなくて独立型

で自分で漁業をやっていく人に対しては、１年間の研修ということで研修期間を

長くしております。このような対応によってこのところ数年間で定着率は高まっ

ている傾向が出てきております。ですから、会場に来られた方を確実にマッチン

グに結びつけていくことが重要だと思っております。 

企 画 課：マッチングのためのフェアの周知の方法ですが、基本的にハローワーク、そし

て各都道府県、市町村、水産高校等に資料を用いた形で周知を行っております。

加えまして、都市部で基本的にやりますので、電車の中吊り、あと都道府県の施

設を通じて掲示できる場所へ、できる限り無料で周知できる活動については、水

産庁も協力しながら事業を実施しているところでございます。 

田中座長：例えば今は仕事として、本業としてやる人たちのことだけを考えていると思い

ますが、この先、将来的にそういう人たちが増えないというか、少なくてもいい

という場合、例えば漁業はかなりシーズナルな季節的なものなので、流動的な労

働資源を漁業のほうに使うという、例えば派遣ではないですが、そういう労働資

源を漁業に参入させることは今のところ考えていないということでしょうか。 

企画課長：漁業はいろいろな専門性というか、漁業労働は船の中でやるということで危険

も伴って、いろいろなことを身につけていただかなければならないということに

なりますので、ある一定期間、急に漁業に入ることはなかなか難しいということ

だと思いますので、そういうことは考えておりません。 

田中座長：例えば地域のイカの漁業みたいなものを考えると、イカは回遊によって南から

北へ移っていくわけですから、そうするとイカのアバンダントな位置によって、

必要な労働資源の市場も南から北へと動くわけですね。それは同じ技術を持った

人が、同じ船に乗って同じようにできる、そういう可能性もあるように思うので

す。 

企画課長：いろいろな経営体はあると思いますが、今漁業で生活している人たちはいろい

ろなものを、例えばこの間聞いたところによりますと、青森のほうのシジミをや

っている方は、シジミ漁も季節がありますが、それ以外のときは冬場は漁をした

り、昔はそれこそ出稼ぎに出たりとか、それぞれの形を組み合わせながらやって
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おります。また、地域が異なってやれるかどうかについては、私ちょっと今答え

られませんけれども、地域によってそれぞれのやり方があって、そこの仕切りを

どうするかという問題はあり、一概には進めがたいところがあるのではないかと

思います。 

田中座長：例えば具体例で言うと、昔はノリは半農半漁で、夏場は農業をやって冬は漁業

をやるということをやっていたわけです。定置の春網と秋網とありますが、一方

の網については、他の都道府県から網を揚げる要員として漁業者が来ている。と

いうことは、固定的な部分もありますが、流動的な部分もあるわけで、将来的に

はそういうことも考えていかないと、このまま伸び悩んでいくと、本当に漁業が

だめになるのではないかという心配をしたものですから。今後何かの折に、検討

していただければ結構でございます。 

二村委員：毎年伺っているような気もするのですけれども、この目標値 1,500 人の根拠を

もう一度確認させていただきたい。それから、不況で、とにかく漁業就業フェア

に来る方も多くてよかったな。きっと増えるのだろうなと思っていたところで、

こちらの漁業者側の雇用余力が低下したこと等の影響が及んで増えていないとい

うことになりますと、ちょっと絶望的かなという気もするのですが、ここに対す

る何か対応があればというのが質問であります。 

企 画 課：まず 1,500 人の根拠ですが、水産庁の基本計画がありまして、この中で、平成

29 年までに効率的・安定的な漁業者をどれぐらい確保したらいいのかというのを

示しておりまして、その中から計数的に算出した数字が 1,500 人となっておりま

す。 

企画課長：もう１つの質問に対する答えは、先ほどと同じ説明になりますが、研修の仕方

等を工夫しながら、マッチング活動を高めていくという形でございます。この就

業者数もちょっと減っていることですが、例えば 20 年度の評価の７ページ目、就

業者数の推移が出ています。この資料を見ていただくとわかりますが、もともと

の数字が一番下のところにありますが、農水省がやっていた情報収集から、水産

庁調べ、それから大水調べとなっておりまして、その辺の調査が変わっていく中

で、若干その辺の把握がどうだったのかというところも気になるところでござい

ます。 

 このたび、先ほどの定着率の調査ということで、都道府県の協力を得てアンケ
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ート調査を今回やります。これまでは、このところ大日本水産会という公益法人

でやっておりますが、そこから漁協へのところでございましたが、委員方御関心

のように、新規就業者というのは非常に重要な項目でありますので、その把握に

ついて十分できるように、都道府県の協力を得てやることに変えております。こ

れによって、今後につなげていきたいと考えております。 

安元委員：資料１－１の１ページの（イ）に国際機関による資源管理対象魚種及び漁業協

定数の維持増大とありますが、これによってマグロの枠がかなり決まりまして、

国際減船というのが行われました。減船されることによって離職者が多数出て、

その人たちの就職もままならないということが地方紙、テレビによって報道され

ています。ここで、油だけではなくて国際減船による離職もあるのではないかと

思いますが、新規を雇うよりも、そういう離職した人たちは、ままならない中で

就職がどうだったのかということも鑑みますと、その人たちの離職数から転職で

きた数と新規のことがどうだったのかということがわかるような数字が欲しかっ

たなと思うのが１つです。 

 さっき都市部において新規就労者のときに、つり革とか各県庁ということがお

話しされていましたけれども、別の会議のところで、水産庁関係でインターネッ

トのサイト、水産庁のホームページとか各都道府県のホームページに、こういう

ことをいたしますよというお知らせはしているのでしょうか。若い人たちが就職

活動などをするときに、必ずヒットしてきます。アクセスしていくところがどの

くらい努力されているのか、どうも私の個人の感じだとＣランクみたいな感じを

受けるのですけれども、いかがでしょうか。 

企 画 課：広報ですけれども、ホームページを単独で立ち上げておりまして、「漁業就業」

ということで検索をかければ、一番初めに出てくるほどでございます。水産庁の

ホームページでも、「漁師になろう」という項目がございますので、そこをクリ

ックしていただくと、その就業に関するホームページのほうにジャンプするよう

になっています。そういう媒体的なものについては十分整理されていますので、

一度ご覧になっていただければすぐわかると思います。 

安元委員：水産庁のものはそもそもがどうも見にくい気がします。 

企 画 課：一応水産庁のホームページからジャンプということではなくて、単純に「漁業

就業」という形で打ち込みして検索かければ、全国漁業就業者確保育成センター
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というものにヒットしますので、確実に１ページ目から見ることができると思い

ます。 

安元委員：迂回路というか、「水産庁」を出すのではなくて、漁業就労何とかと。今日帰

ったらすぐ検索してみます。 

企 画 課：「漁業就業」という形で検索をかけていただければ、その就業関係のホームペ

ージに行くことができますので、そこのホームページを見られた方が大体、その

フェアの参加に来られているところでございます。 

企画課長：あと国際減船で失業される方の取り扱いということですが、私は今回答するほ

ど知識の蓄積がないのですが、その辺はどうなっているのか確認しまして、そう

いうところに対してのアプローチもおっしゃるように必要だと思いますので、そ

ういうことは進めていきたいと思います。 

田中座長：私が外国の人に会って話を聞いたところによると、国際減船で日本の漁労長が

台湾とか中国などの漁労長をして、外国漁船で欲しいという話がある。頭脳と腕

があればいい、手足はいっぱいあるという話は、聞いたことがあります。 

二村委員：東京国際フォーラムのところに漁業就業者支援のコマーシャルを見つけたんで

すけれども、大きなポスターの上の部分が映画のコマーシャルだったんです。長

澤まさみか何かがドーンと出ていて、あ、かわいいなと思って見たら、就労者支

援フェア開催となっていたのですが、ああいうものは誰が出すものですか。映画

会社ですか。 

企 画 課：構成については映画会社のほうが、タイアップを今回したいということでお話

がございまして、映画の広報とあわせて漁村での生活ということも含めて、水産

庁とのタイアップの広告に今回はなったところでございます。だから、少しでも

一般の人の目につくような形での対策を講じてきております。 

田中座長：若者にもアプローチしていただいて、大変結構なことだと思います。 

若林委員：先ほどの新規就業者数のことに戻りますが、改めて資料の⑭－７を見ているの

ですが、「水産庁調べ」という表記が今後、ずっと続くのでしょうか。 

企 画 課：基本的には補助事業のほうでやっていただくので、大日本水産会、要は事業実

施主体の調べになっていきます。水産庁がフォローアップということで、都道府

県に直接調べることに対して、協力依頼で対応します。 

若林委員：その調査項目のうち、属性項目、すなわち、新卒者とか、中途採用者とかの項
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目なども重要でしょう。ただ単に、人数の把握にとどまらず、分析可能な調査項

目が大切です。冒頭に申し上げた「仏つくって、魂入れず」の「魂」に当たる基

盤の一つが漁業担い手の確保です。その確保には、こうした数値の分析が基本に

なるのは、間違いないと思います。そういうことから、担当者のほうで考えてお

られるかもしれませんが、この分析がきちんとできるような仕掛けづくりをお願

いしたいです。 

田中(一)委員：皆さん非常に大事な話をさっきからしておられます。私は大学関係の仕事

をずっとしていますが、これほど不況で雇用が問題になっているときに、昔から

「海洋日本」と言われ四方を海に囲まれているわが国で、何故漁業者になろうと

する気持ちを若者が持たないのか。水産庁だけでやるべき話なのか。これには文

科省なり大学、あるいは厚生労働省も関係します。その原因ですが、これほど大

変だ、大変だ、就職ができなくて日比谷公園に失業者が集まるほどの時代なのに、

しかも漁業は、私のように年とったらしょうがないが、若い人にとってはものす

ごく魅力的な職業のはずだけれども、どうしてかなという気がどうしてもします。

どこからどうアプローチしたら、そういうことが解明できるのかという問題です。 

 この間、私のゼミの教え子だった青年の話です。彼は一人息子で、お父さんは

まぐろ漁船の船長さんをやっていて、ひどいときは２年以上帰ってこないと言う

ことでした。さっきのお話にもあるように船員は皆フィリピン人とか外国人だそ

うです。本当に主なところだけを日本人がやっていて、お医者さんが乗っている

わけではないですから、人身事故があったりすると、どこのあたりだとどこの国

のどこに頼むかとか、そういうものすごく幅広い知識を持っていないといけない

らしい。医者が乗っていないですから、どこにどう連絡してとか大変な御苦労が

あるわけです。 

 しかし、ゼミ生だった息子は 27～28 歳ぐらいで、ものすごく文章が達者なんで

す。懸賞論文をみんなかっさらっていったぐらい文章が闊達でした。彼に言わせ

ると子供のときから、お父さんに手紙を書かされたというのです。その訓練の成

果だと本人は言っていましたけれども、しかし、息子には絶対マグロ漁業はやら

せない。こんな過酷な仕事はない。何とかならんものだろうかといつも言ってい

るけど、何とも仕方がない。しかし、それだけの技術者は現にいることはいるの

です。でも、一代限りみたいになる。 
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 そういうのは非常に多いのだけれども、こういうのはもうどうしようもない話

であって、水産庁としては何としてもしょうがない。合理化できるのか。まぐろ

漁船というのはそんなものだということなのか。先々どういうことになるのか。

私の勉強会を退職してからずっと毎月やっているのですけれども、私だけがしゃ

べるのではなくて、自分たちにもしゃべらせろというわけで、就職している連中

が 30 分ぐらいずつ発表するのです。 

 日本人はマグロを今後とも食べることができるだろうかという表題で、あるい

は日本のマグロ漁業をどうしたらいいかということでやってくれたんですけれど

も、だれにも解がないのです。それは素人だけの、それこそ政経学部の卒業生で

すから、そんな知恵があるわけがない。ただ、そういう問題提起だけは確かにあ

って、それもそうだな、どうしたらいいのか。元に返りますけど、これほど雇用

が悪化しているときに、どこに魅力がないのか。それは何らかの方法で調べてみ

る必要があるのではないか。専門の先生方がいらっしゃいますから、知恵があっ

たら教えてもらいたい。そういうことを水産庁だけではなくて、ほかの省庁とも

何らかの連携をとって、知恵を出す方法はないのかなと思います。 

 地方では、漁業で生きていた町が、そうでなくなる町もある。そうすると、町

じゅう挙げてどうしたらいいのか、何か呼び込むような手はないのか。そこら辺

をふらふらしている若者はいっぱいいるじゃないですか。そういうのは来てもら

ってもしょうがないということなのか。でも、若者というのはその気になれば、

本気出せば、やるんです。我々はこの年になると本気を出してもどうしようもな

いけど、若い人は目的意識ができれば、やるんです。何がそうなのかということ

が大事なのではないかと思います。これは感想です。 

企画課長：若林委員からありましたアンケート調査ですが、今予定しているのは、先ほど

の過去３年間の新規就業者の定着数のほかに、新規就業者で就かれた方で年齢は

どれぐらいなのか。それから、就業前の居住地は同一市町村出身が多いのか、他

市町村、それも他の県か。あるいは漁業に従事する直前の状況ですが、学校に通

っていたら水産高校とか水産大学の学校の状況とか、あるいは漁業以外の仕事を

していたということ、それから就業前の研修経験はあるか。また、就業した者に

ついては、どういう漁業についているかというのを把握したい。あまり項目が多

過ぎても回収がうまくないということでございます。１枚程度に入るぐらいでや



- 12 -

っていきたいということです。また、こういう分析で蓄積がたまれば次の段階を

考えていきたいと思います。 初はそのぐらいで考えております。 

 また、水産高校等は、水産高校の漁業に就く割合も数％で、直近では３％ぐら

いになっていたということでありまして、ほとんどそちらのほうに行っていない

ということで、水産高校の役割を果たしていないような感じになっていますので、

文科省との連携を含めてその辺も中心テーマだと思います。 

 雇用については、田中委員からありましたが、私は前のところでは畜産関係の

新規就業等をやっていましたが、畜産関係も３Ｋみたいなところがあって、これ

を機会にかなり募集をかなりやりました。養豚は豚の世話だけではなくて、飼料

をつくったり、場所によっては加工をやって販売とかいろいろな仕事があります。

かなり人は集まったのですが、定着するのはその 10 分の１ぐらいで、それも何週

間か、ひどいものになったらその日にいなくなるとか、そういう状況がありまし

た。何で働かないのかとか、もっとやればいいのではないかということはあるの

ですが、そこは漁業に限らずいろいろな課題があって、その辺は何かやれる面が

あるのか、もう少しみんなで議論してみたいと思います。 

若林委員：今、話のあった調査のボリュームですが、確かにＡ４サイズ１枚程度だと回答

しやすいですね。分析の質を高めるためにも、新規就業者の兄弟や親、親戚に漁

業関係者がいるか、いなかということも、一つのポイントになるのではないでし

ょうか。これは、先ほどの田中座長の指摘のとおり、漁業者数が零落した理由を

把握するために重要です。その理由は幾つも考えられますが、ソフト面では、漁

業者サイドの家業意識が薄れてきていますね。家業意識のようなものがある程度、

機能していた時期には、一定のサイクルで継続的な就業ができていました。現状

では、そうした意識が希薄になっていると思います。そうした関係が全くないの

に着業した理由として、従来とは違って、単に海や魚が好きだからというものな

ど多様です。そうした萌芽的なものが四国でも、かなり出てきています。そうし

た追跡調査も始めています。これも、漁業種類によって、たとえば、カツオ・マ

グロ漁業と魚類養殖では、明らかに違いわけです。だから、新規にどの業種に着

業したかということに加えて、漁業関係者の有無とか、家業意識なども把握する

必要もあるでしょう。 

いずれにせよ、調査項目の追加や更なる検討をしてもらえると、効果的ではな
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いでしょうか。その辺を念頭においてもらいたいと思います。これは、質問では

なくて、意見、要望です。 

企画課長：今の件は今後の検討課題にさせていただきたいと思います。 

田中座長：それでは、続きまして議題（2）の「平成 21 年度政策評価目標の設定について」

です。これについても同様に、水産物の安定供給、それから水産業の健全なる発

展について、御説明を事務局からいただいた後に、委員の皆様から御意見をいた

だきたいと思います。 

事 務 局：（２１年度実績評価（案）の目標設定の概要について資料に基づき説明） 

田中座長：まず確認ですが、政策の目指すべき姿に加えて、施策の設定が加わったという

点と、あとはほぼ例年どおり。それから、資料２－３の改善計画の認定者数の確

保は、昨年の実績を踏まえてかなり増やした。相当に桁が違うぐらい増やしたと

いうこと。それから、先ほど来話題になっている就業者数については、定着率に

ついても調べるということです。それから、資料２－１の価格差は、統計情報部

のほうで調べるということで、この調査の概要、例えば魚種、冷凍、冷凍でない

ものとかその辺の情報については、今まで漁業情報サービスセンターでやってこ

られた統計数字とどの程度比較可能なのか。違っている点は何か。多分全魚種で

はないと思います。それから、産地とか市場とか調査の範囲です。 

加工流通課：平成 20 年度から始まった食品流通段階別価格形成調査の概要について御説明

いたします。この調査については、まず調査対象ですが、卸売業者については、

産地の卸売業者 51 業者、出荷業者 100 業者、あとは消費地の仲卸業者が 107 業者、

中央卸売市場がある都道府県に所在する小売業者 107 業者を対象として、それぞ

れ段階別に経費を調べているものでございます。 

田中(一)委員：魚種は。 

加工流通課：魚種は、これまでと同じ 10 魚種でございます。 

田中座長：そうすると前回というか、サービスセンターでやっていたものと違う点は、業

者の数が違うということでしょうか。 

加工流通課：前回の漁業情報サービスセンターがやられていたのは、基本的には水揚量と

卸売価格で算出しているものでございます。これはそれもあるのですけれども、

それに加えて、それぞれの業者がコスト面でどれぐらい、例えば給与を幾ら払っ

ているとか、販売経費に幾らかけているとか、そういった内訳を調べてそれを 100
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キロ当たりで出してみたものでございます。これまでは単純に、産地市場価格が

幾ら小売価格が幾らということで割合で出していたものを、それに加えまして、

各流通段階別の経費が 100 キロ当たりどれぐらいかかっているかというものをデ

ータとして、参考データとしてここに記載させていただいたということでござい

ます。 

田中座長：資料２－１の⑬－10 ページですか、これがかかるコストの内訳ということです

ね。これを見て、改善の余地があるかどうかという話ですね。 

加工流通課：前回御指摘いただいた中で、単純な価格差だけでは、どの段階で効率化が図

られるのかなかなかわかりづらいので、各段階別の直接的なコストがわからない

のかという御指摘をいただいたところで、20 年度から統計部のほうでこういう調

査が始まりましたので、ただ、これは統計部のほうでも事例的な調査ということ

で、各業者 50 から 100 程度、業者からの聞き取りを整理させていただいているも

のなので、まずは流通の各段階でどれぐらいのコストがかかっているのかを並べ

てみまして、それを分析していきたいと考えております。 

田中座長：これは今後の分析に活用していただくということでよろしいですか。 

 何か我々がいろいろ注文つけてきたのが、今やっと実現したというか、一歩前

に進んだ。随分時間がかかりましたけれども、お金もかかっているのだと思いま

す。ということでこの点については、今後データがたまってきたところで分析し

ていただくということで、今後に期待したいと思います。 

 21 年度実績評価（案）の目標設定について、よろしければ、これでお認めいた

だいたということにしたいと思います。 

田中座長：議題の（3）「平成 21 年度事業評価について」です。これは期中の評価という

ことで、計画課の宇賀神課長よりお願いいたします。 

計画課長：（公共事業の期中評価についてパワーポイントにより説明） 

田中(一)委員：地元負担は３分の２ぐらいですか。 

計画課長：地元負担は、この場合は本土にある漁港ですので、２分の１です。 

田中座長：議論に入る前に一般的な確認と質問で、まず期中の評価として変更があるかど

うかをチェックした。変更の必要があるのは４件ある。うち２件は漁業経営体の

変化で、大きな施設が必要なくなったということで、ワカメの養殖等主体という

ことで、減額というか施設を縮小するのが４つのうち２つである。これが宮城県
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です。それから残りの２つが、１つは予想できなかった理由によって増えること

になった。それでもやる価値があるということで、Ｂ／Ｃについて計算した。こ

れでもプラス、１を超えているということで、ぜひとも続けたいという趣旨だと

思います。これが確認です。 

 それから、まず普通に気がつくことなのですが、いずれも予測できなかったと

いうことでこうなったわけですが、予測できなかった理由が多分あるのだろうと

思うのです。例えば八丈島の沖で 近、温暖化のせいか何かわからないけど、海

が熱帯化して荒れるようになったとか、そのような理由があるのだろうと思いま

すが、まずその理由についてお聞かせいただきたい。 

 それから、減ったほうは費用便益が上がるのはわかりますが、費用を増やした

場合、これも１を超えている。費用が増えたのに便益は相変わらず１を超えてい

るということで、その理由というか、新たに施設を投じたので魚が寄ってくる。

それを入れたとか、その費用便益が相変わらず維持できるという理由について。

まず予測が難しかった理由、あとの２つについては費用便益がプラスになる理由

です。 

計 画 課：２件の御質問についてお答えします。予測できなかった理由について、それぞ

れの地区ごとに補足させていただければと思います。 

 宮城県の２件ですが、同じような漁業形態で、平成 13 年、14 年から事業を実

施しております。当時は、ばなな地区においては沖合の漁業、オキアミがあれほ

ど激減するとは予測できておりませんでした。各年度の漁獲量の推移を確認し、

波は打っておりますが、平成 10 年に比べて２割以下に減っている状況がわかりま

した。そのため将来どうあるべきかということを地元と相談して、調整がついた

ということでございます。 

 石浜地区についても、加工場の立地についてどうするかということを地元と十

分時間をかけて、高齢化が進展しているとか、平成 17 年度に漁協合併したとか、

いろいろな地元の情勢の変化を踏まえて、外部に生ワカメとして出荷したほうが

地域としては将来性があるという判断をしたということで、平成 13 年時点ではそ

こまでは判断できなかったということです。 

 続きまして、東京都の八重根地区でございます。東京都はもちろん我々として

も、当初からできる限りコストを安くして整備したいという思いがあります。当
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時検討した結果、防波堤に消波ブロックをつけずに防波堤の整備に着手しており

ました。しかし、伊豆諸島特有の強い波浪により、消波ブロックをつけなくては

安全な航行に支障を来すということが、実績をみてわかったということです。経

済性等を考慮して当初から消波ブロックが必要だと判断できない場合は、整備状

況を見ながら判断することは適切だというふうに考えております。 

 静岡県の福田地区においては、国内初ということで、サンドバイパスのシステ

ム自体に知見がなかったものですから、地元の静岡県のほうで有識者を集めた技

術検討会を開いて検討を行ったところです。その会議の結果を踏まえて、当初 18

年度にサンドバイパスを計画に盛り込んでおります。その実施に当たって、福田

の波浪条件等を見直し、また電力会社との調整も新たに必要となったことがわか

り、それらを踏まえて、費用の増加になりましたけれども、それは当時では判断

できなかったということがあります。 

 続いて、２つの地区の費用がかなり増額したにもかかわらず B/C が１を超えて

いるという御指摘について回答いたします。事業評価については、毎年毎年ここ

でもお諮りいただいておりますが、評価の算定方法についても適時見直しをして

おりまして、この４月には水産庁としても、水産基盤整備事業費用対効果のガイ

ドラインを示しております。随時更新している中で、再度算定し直しております。

その見直しによって増減がございます。 

 八重根地区については、大きく増加している項目としては、防波堤を延ばすこ

とによって、近隣地区、伊豆諸島で多々見られるのですが、消波ブロックがある

ところにはイセエビの増殖効果とか、その静穏域において養殖を行うなど漁業活

動の効果が期待されておりますので、そういうことを評価の項目に追加、また便

益の追加を行っているところがございます。 

 福田地区について、B/C の値は、 新の情勢を踏まえて見直しをした結果、泊

地防風堤防による労働環境の改善効果などの便益が増えたことで、B/C はお示し

した 1.12 となっております。 

田中座長：そうすると予測できなかった理由としては、宮城県の２件は、急速な漁業情勢

の変化、当初に比べて漁業生産のほうは２割までと、わずかな間に減ってしまっ

たということ。それから、増やしたほうの２件、八重根のほうは、ブロックを入

れないでやったのだけど、支障が生じたということですね。それから福田のほう
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は、日本で初めての事業なので、いろいろ検討したのだけど、予想外にお金がか

かってしまった。そのような感じですか。 

 初めての事業だというのに、これに B/C を求めるのもいかがなものかという気

もしないでもありませんが、ということだそうです。大体事情は御了解いただけ

たと思いますが、委員の先生方から何か御意見等ございましたら。 

 ちょっと質問ですが、 後の漂砂の被害というのは多分全国でいろいろあると

思うのですが、もしこの事業がうまくいったら、ほかの地区への適用があり得る

のかという点。もう１つは、２回目なので、コストは少し安くなる可能性はある

のかどうかという点です。 

計 画 課：今回初めてということで、稼働するのが平成 22 年とか 23 年ぐらいをめどに進

めています。供用した状況によると思いますが、全国に漂砂で困っている漁港は

多々ございます。そういうところで多分採用の検討ができるのでないか。２地区

目、３地区目になるとコストが安くなるのかどうかというのは、漁港そのものの

整備についても言えるのですが、オーダーメード的なところがございますので、

対象とする地区の条件によっては、安くなるところも多分あると思います。そう

いうところはおそらく採用の検討をするのではないかと期待しております。 

若林委員：まず基本的なことを聞きますが、今回のものは期中評価ですね。当然、地元の

ニーズにより、事業が始まって何年か経過しているわけですね。それで良いので

すが、 初の２つの事業は、第三者的にも、一般人が見ても、地元のニーズや実

状から縮小することに理解が得られると思います。問題は、後の２つの事業です。

今の補足説明を聞いても、基本的には、説得的なものになっているとは言えない

ように思います。これが第１点です。 

もう１点は、細かいことです。この会合で以前にも言ったと思うのですが、事業

説明の冒頭で、漁業センサスのレベルで良いので、いわゆる漁村地区としての基

本的なデータがあるとベターです。漁業地区の人口や漁業就業者数、それに少し

配慮すべきなのが 65 歳以上の漁業者数、漁船隻数、水揚高や水揚金額といった基

本的なデータが重要だと思います。センサスの情報も変わりましたから、数字が

きちんと出てくるかどうかわかりませんが。先ほどの説明のなかで、漁業就業者

数は一部、出ていましたし、宮城県の事例では高齢化により加工施設を縮小した

とありました。ですから、説明いただく時に、期中であろうとなかろうと、事業
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の背景的なものを理解するためにも、また、事業の妥当性を理解するための基礎

にもなります。要するに、地域で中心となる漁業者がきちんといて、この事業を

やっているという説明です。一般の方が聞いて理解できるようなデータも少し示

していただく必要があると思います。 

田中(一)委員：今の御質問に賛成なのですが、ただ、１番目、２番目は問題ないという話

だったのですが、この先、例えば高齢化がどういう状況で推移するかによって、

このこと自体妥当かどうか、変更がいかがなものかという気がします。これで止

まるわけではないでしょう。先のことはわからないからしょうがないと言えばし

ょうがないというのだけれども、わずか５年の間でもこれほど変わってくる。こ

れから先は一体どうかということは言及されていないですね。そういう予測はあ

り得ると思うのです。当然すべきだと思います。そのときに、今の変更でいいか

どうかという話があると思います。 

  それから、３番目、４番目、若林先生の指摘のとおりだと思いますが、これは

全く新しい技術ですね。国土交通省にもそういう技術があるかどうか。技術者同

士で御相談なさっているのでしょうけれども、国交省だって私の経験から言って

も、変なものをつくって砂浜が減ったり、なくなったりしたことがあります。以

前も話したことがありますが、決して確立されたそれではない。海というのはな

かなか難しいという点があるのです。 

  ですから、こうやって変化に応じて変えられることは非常に結構なことだと思

うのですが、オーストラリアかどこか知らないけれども、水産庁あるいは国交省

ではなくて、地元のそういう委員会が、こういうのがあるよとかこうしたほうが

いいということは、こういう大規模なことをおやりになるときに、いろいろな技

術がある、その中でこうやったほうがいいという話は、事前に地元とおやりにな

らなかったのか、あるいは専門家としてどういう検討があったのか。オーストラ

リアの話だったと思いますが、うまくいっているのかどうか私もなかなか理解で

きません。私も海岸の砂浜の近くに住んでいたものだから、砂というのは動くん

です。砂がパイプの中を通っていくのか。そのこと自体が私には理解しにくいの

です。本当かなと思うのです。風とも関係があるし、海水の流れもあるし、全部

電力でとにかく砂を動かしていくという発想は本当に合理的なのかどうか、素人

が考えてもなかなか理解できないというのが私の感想です。 
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  また、東京都の八重根の話は、水産庁は百も経験があると思うのだけれども、

ああいう海の中でどうすれば大体どうなるという話は、特に防波堤の技術はもの

すごく進んでいると思うのですが、何で初めからわかっていることなのに、やっ

てみないとわからないという話なのかなという疑問を持っていますので、やはり

わかるように説明してもらいたいと思うのです。素人の質問で恐縮ですが、一般

の人はなかなかわかりにくいのではないかという気がします。 

計画課長：まず、一番 後にありました八丈島の八重根漁港の話ですけれども、この漁港

において防波堤をここにつくると、どのくらい港内の静穏度というか波が静まる

のかというのは、ある程度今は電算機が発達してきたので、シミュレーションを

かけることはできます。ただ、それでも越波がどのくらいあるかとか、そういう

詳細な部分になってくると完全に将来を予測するところまではできませんので、

事業を進めてみながら、その様子を見て対応してきているというのが実情です。

地元には漁師さんがいて、どのような状況かは逐一報告されるわけです。八重根

漁港の整備は事業主体である東京都がやっておりまして、東京都も十分地元の漁

業者と話をして、消波工がない状態ではこの漁港はやっていけないという判断を

して、今回こういうふうになってきたわけです。 

 ですから、計画の 初に全部がきちんと予測できればいいのですけれども、

近は波が強くなってきている傾向もありますし、水位も上がってきている傾向も

ある。すべてを 初から全部見通すのは難しい。できるだけ途中で変更しないよ

うに当初の検討をやっているのですが、今回の場合は、非常に大きな越波が生じ

て、このままでは船の航行に差し支えるということです。 

  それから、八重根地区の漁業勢力でありますが、離島であるので主要な産業は

漁業になります。八丈島における八重根漁港は結構大きな漁業地区で、漁業生産

額もそれなりにあり、漁業就業者もそれなりにいるところであります。それから、

青ヶ島への定期船の発着もある、生活航路上も非常に大事なところであります。 

  もう１つの福田漁港のサンドバイパスのシステムについては、通常はこれまで

のところは船で砂を掘り上げて、船で横に持って放すようなこともやっているの

ですが、ここの漁港の場合は、写真で見てもらったように非常に堆砂状況が激し

く、いつも堆砂している。オーストラリアの例は、実際にうまくいっているとい

うことであります。現地で何回も調査しています。 
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  それから、福田漁港の場合は静岡県が事業主体となった事業でありますが、地

元のほうで数年間かけて、学識経験者を入れた検討委員会を開いております。国

交省との連携の話もされましたけれども、漁港のほうで砂を供給すると受け取る

側は海岸になりますが、この海岸のほうは国交省の浅羽海岸というところで、国

交省の人たちも入れて地元で十分検討会を開きまして、それで、これでやろうと

いうふうに決まったところであります。 

  ただ、事業費の算定については、実際に始めてみないと、管路によるサンドバ

イパスは日本で 初の試みでありますのでいろいろわからない部分もあった。設

計・積算上の問題として実際に詳細な設計をはじめて、お金が高くなったという

ことでありまして、その考え方、やる内容は変わっておりません。ただ、材料の

問題とか波の条件の話とか、こういうものを具体的に調べて費用が大きくなった

ということであります。 

田中(一)委員：連続して聞けばよかったのですが、今の静岡県の話ですが、事業の内容が

技術的にも変わってくるはずです。当初の話、工事の内容とパイプを使ってやる

という話になると、技術の内容も変わってきます。そうすると事業者は変わった

のですか、変わらないのですか。そこら辺はどういうことなのでしょうか。 

計画課長：業者の話ですが、業者についてはこれからでありまして、まだ決まっておりま

せん。この計画でいいということになれば、これから工事をしていくわけですが、

詳細な設計を始めたところで、費用がかかるということがわかってきまして、変

更しようということであります。どこから砂を取ってどこに流すという計画自体

は変わっておりません。ただ、構造をもう少し強くしなければいけない。それか

ら、パイプの材質も変えたほうがよいということが設計をつめていく段階でわか

ってきて、そうすると費用がかかってくるということで、計画の考え方自体は何

ら変更がないのですが、その材料等で費用がかかるようになったということであ

ります。 

田中(一)委員：宮城県の２つの話、私の冒頭の質問についてのお答えがないのですが。 

計 画 課：将来予測という話ですが、その前に、若林先生の意見にお答えしたいと思いま

す。後ろのほうに載せているデータは、属地陸揚量、属地陸揚金額、登録漁船、

利用漁船数の４つを基本的なデータとして掲載させていただいております。おっ

しゃるように漁業者数の基本的なところを整理しておりませんでしたので、今後
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は見直しをして漁業者数を入れていきたいと思っております。 

 その後の推移ですが、例えば３ページに石浜の例がありますが、その表の中に、

当初と現在と将来見通しということで、将来の推計を行っております。将来の見

通しがどうなんだということはあろうかと思いますが、基本的にそれまでの変化

曲線をベースに将来を予測しております。また、きちんと地元の情勢も、事業主

体である都道府県を通じて聞いておりまして、その上での将来見通しというふう

に御理解いただければと思います。 

  若干補足ですが、サンドバイパスの件は、地元との調整という話がございまし

たが、３カ年かけて漂砂対策の検討会を地元で立ち上げておりまして、有識者を

含めて十分議論しております。その成果を踏まえて、このサンドバイパスを使う

か、いろいろな他の手法もございます。検討会の中でも有力候補３候補ぐらいを

掲げて、どれがいいかということを十分議論して、国内初になりますが、サンド

パイパス工法でやるのが一番ここには合っているという結論を得ております。 

 今回見直したことによって費用が高くなるのですけれども、原点に立ち戻って、

それでもどの工法がいいかということは再度きちんと検証しております。検証し

た上でも、このサンドバイパスの工法で進めるのが地域にとって一番いいという

結論を得ておりますので、今回このようにお諮りしているところでございます。 

田中座長：一応何か予測がないと将来の便益は計算できないと思うので、それはあるのだ

ろうけど、その予測の根拠、リライアビリティーがどの程度あるかというところ

が多分問われているのだろうと思うわけです。 

     それから、 初は、どうしても世の中の人の意見からすると、減らすのだから

まあいいでしょうという感じはあります。増やすほうは金額が前に比して大きい

ので、注目を浴びるわけです。だから、多分皆さんはもう少し、計算の根拠とか

見直しに至った理由を国民にわかるように丁寧に説明したほうがいいのではない

か、そういう意見だと思います。 

          八重根地区の越波は、今までにも越波で計画というか、新たに施設をつくる例

はあったわけですから、それはいたし方がないということだと思いますが、その

費用便益の算定が、皆が見て余り疑問に思わないような形式で示すほうがいいの

ではないかと思われます。 

          それから、福田地区については、例えば今業者について見積りがあるという話
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がありましたが、オーストラリアの技術をそのままそっくり輸入したら、向こう

は技術ができているのだから、そのほうが安いのではないか。国内産業の技術を

発展させるという目的があればまた別です。もちろんこの事業は新しい事業なの

で、パイロット的な性格もあるので、そういうことも考えなければならないと思

うのですが、どうそこを説明するか少し工夫がいるように思います。できている

ところのものをやれば、どうしても安くなるように思うわけです。少し工夫され

たほうがよろしいのではないかと思います。 

二村委員：この福田の技術はすごい技術だなと思っていました。浚渫する土砂の堆積する

のは川ですね。その先に行く浜のほうも国土交通省管轄ですね。そうすると出る

ところと入るところは両方国土交通省ということになると、費用負担みたいなも

のはどうなるのでしょう。 

計 画 課：この費用負担の関係ですが、このサンドパイパスの吐き出し口は、国土交通省

所管の海岸区域になります。そこの行政区域のラインで海岸事業と漁港事業で分

けて、合併事業という形で連携して進めております。費用負担については、これ

は事業主体が静岡県になります。維持管理を含めて、お互い海岸と漁港の管理を

静岡県で一元的に行うということで、その中の内訳を出す必要性はないと思いま

すので、そこで一元的に行うということで調整はついております。 

若林委員：こうしたケースの場合、漁港種別などの問題もありますが、まず、全体の計画

や活動などの全体像を示していただき、その上で、水産庁の管轄、担当は、ここ

までだということを明示してもらいたいです。水産庁としての立場、水産庁とし

ての範囲をきちんと出してもらったほうが説得的なものになるでしょう。 

田中座長：パイプは水産庁がお持ちだけど、入り口と出口は国交省だろうということです

ね。 

計 画 課：吸い取り口も漁港区域でございます。そこから海岸までのところが漁港区域の

範囲に入っていますので、そこは漁港の費用負担ということです。影響範囲で事

業を割るのが理想だと思いますが、実際問題難しいので、今は我々どこの区域で

事業するかという観点で事業の割り振りを決めております。 

計画課長：事業が始まるときに費用負担については十分議論して、漁港事業と海岸事業と

の連携ということで、負担割合をどうするかというのを決めてやっておりまして、

彼らももちろん負担してもらっているわけです。 
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若林委員：全体の費用は、どのくらいですか。 

計画課長：海岸事業の持ち分は手元に持っておりません。 

中山委員：今まで陸地を掘って港にするときには、ほとんどこういう方法でやっていまし

たね。水と砂を一緒にやって。ただ、これは多額の費用をかけてやることになる

と、今みんな大変なときに、トラックでも、相当回数運べますね。今これをやっ

たからといって、今度はポンプの修理代というのをやっていくと相当まだかかる

でしょうし。そのぐらいの予算ですよね。 

計 画 課：そういったダンプでやる方法と、このサンドバイパスシステムとの工法で、維

持管理を含めたトータルのコストでどれが一番コスト的に見合うのかという検討

を当時行っております。 

二村委員：ライフサイクルで費用負担の比較はしてあるということですか。 

計 画 課：そこまで含めてでございます。 

田中(一)委員：そのときに相談してやっているというけれど、責任は水産庁にあるのでし

ょう。静岡県で委員会をつくってやったから、我々は技術的に協力してお金を都

合しただけで、後でいろいろなことがあったときは静岡県か県の委員会の責任に

なるのですか。あくまでも水産庁の責任でしょう。 

計画課長：事業としては静岡県が事業主体ですので、この事業については基本的には静岡

県にあります。水産庁の立場は、それを補助したという立場です。ただ、評価と

しては水産庁でやりましたけれども、事業自体は静岡県の実施です。 

中山委員： 終的に、この事業へ補助を出したところはどこかと、問題にはなってきます

ね。 

安元委員：素朴な質問ですが、材質が変わったから増えましたとありますが、オーストラ

リアの材質は何だったのか。海水の中に沈めるパイプが鉄では、錆びる事はわか

りそうな気がします。オーストラリアの技術はこれで、日本はこれでと、海水濃

度が違うのかとかいろいろあると思うのです。だれが考えても、アルミサッシよ

りもの塩ビのサッシのほうが高いというのは、みんな知っています。日本だけポ

リエチレンなのか、オーストラリアはポリエチレンでなかったのかというところ

も含めて説明を。そうじゃないと施設の耐容年数 50 年とありますが、本当に 50

年持つのか、10 年後ぐらいたったときに、水産庁の責任ですよと。私たちは監査

法人ではないからまだいいかもしれないけれども、そういうことも含めての説明
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が必要ではないかと思います。 

計 画 課：配管について補足しますと、オーストラリアのほうは鋼管というものを使って、

特殊な防食をしております。今回、我々が高密度のポリエチレン管を使うのは、

ほぼ 50 年間管を置いても摩耗しなかったり、穴があいたりという問題がないよう

な丈夫なものを使うということで、今回海底に沈めたり土の中に沈めるので、そ

れを 10 年に１回とか何年に１回掘り起こして取り替える作業とのコスト比較を

きちんと行っておりまして、どちらが安いのかを考えた結果、初期投資はちょっ

と高くなりますが、50 年間考えたときには安いということで、そういう選択をし

ております。 

田中(一)委員：そうは言われるけど、この計算と実際に工事をされるときには倍ぐらいに

なることがありますよ。大体高くなるものです。 

安元委員：そういうことをきちんとペーパー上に書いてくだされば、皆さんが見ても納得

するのではないでしょうか。オーストラリアの場合は、鋼管で錆びないように加

工したもの。そういう差異がありますよ、だから高くなりましたよという説明を

したほうがいいと思います。 

田中座長：いずれにしても初めての事業なので、いろいろ課題があるのはわかるのですが。 

田中(一)委員：それは本四架橋をつくるときも、技術上の問題もあり当初のお金よりも本

当に多くかかったんだけれども、しかし専門家に言わせれば、人類の文化遺産と

しても立派じゃないかと言う人もおられた。１つの技術の展開のためには非常に

よかった、それも３本もつくったという前例がありますから、何とも言えないけ

れども、それこそ文化財になるような話です。そのぐらいの技術だと思います。 

計画課長：費用が増えるので御心配をおかけしていると思いますが、これは期中評価であ

りますので、今申し上げましたように事業主体のほうで精査してやっております。 

田中座長：いろいろ注文がつきましたけれども、やめろというよりは、むしろ皆さんいろ

いろ心配されて、国民に対するアカウンタビリティーという面で御心配されてい

るのだろうと思います。その点は改善を今後していただくことを委員会としてお

願いしたいと思いますが、これでこの案件は了承と言うことでよろしゅうござい

ますか。 

田中座長：それでは、議題の 後、「その他」について事務局からお願いします。 

事 務 局：次回の当専門部会は、年内に関しては全く開催予定はございませんので、また
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改めまして開催の運びが具体的になりましたら、御連絡したいと思います。 

田中座長：ということは、来年２月か３月ぐらいにあるということのようです。 

ほかに委員の方々より御意見等がないようですので、これで本日の議事を終了さ

せていただきます。 


